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食品科学および栄養分野
Ovid

食品科学
および栄養分野

 糖尿病、代謝、食物アレル
ギー、胃腸病学、肥満、および
その他の各分野のアクセス 
リサーチ

 CABI、IFIS、LWW、Wiley-
 Blackwell、Royal Society of 

Chemistry、およびその他の
定評ある出版社の信頼できる
高品質な情報源

 医師、看護師、栄養学者、
医学生、公共政策の専門家、
研究者にとって最高レベルの
情報源を検索

 柔軟な価格設定とアクセス・
オプションを活用しましょう； 
コンテンツを収集する時間を
節約できます

OvidSP は使いやすい単一のアクセスポイントで、栄養学、食品安全性、公衆
衛生、疾患予防などの幅広い範囲の各分野の最新の貴重な数百もの情報源を
提供します。 

20 誌以上のジャーナル、約 50 冊の電子ブックに加えて 300 冊以上のタイトル
から成る 3 つのブック・コレクションのほか、10 点の書誌情報データベース
を備えたこの包括的なコンテンツセットは、ヘルスケアから、公衆衛生、
食品製造業、食品調製業、バイオテクノロジー、農業に至るまで、さまざまな
ユーザーにご活用いただける内容をそろえております。

食品科学および栄養学分野でご覧いただける主要なジャーナルおよび
ブック、データベースは、裏面をご参照ください。

OvidSP でご利用いただける食品科学および栄養学
分野の 400 件以上のフルテキストおよび書誌情報

Ovid の食品科学および栄養学分野の特長
 ジャーナル 15 誌̶栄養学および食品学分野のトップ 10 誌選ばれた 

2 誌を含む̶は、業界一流ジャーナルの品質ランクリストで紹介
されています

 Ovid の書籍 15 冊が Doody’s Star Rating® を獲得、また 4 冊が
Doody’s Core Titles™ (うち 1 冊は Doody’s Essential Purchase にも) 
に指定

 400 件以上のフルテキストおよび書誌情報源にワンクリックで
アクセス！

 エンバーゴ (公開猶予期間) が一切ありません
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食品科学および栄養分野のコアジャーナルとブック、データベース

食品科学および栄養-0711

Ovid 本社 
333 7th Avenue
New York, NY 10001
(646) 674-6300
(800) 343-0064
E メール：sales@ovid.com
その他のセールスオフィスは、以下の都市および
国に設置されています。

オランダ・アルフェンアンデリジン
中国・北京
ドイツ・ベルリン
イタリア・ボローニャ
香港
マレーシア・クアラルンプール
英国ロンドン 
スペイン・マドリッド
インド・ニューデリー
米国・マサチューセッツ州ノーウッド
フランス・パリ
米国・ユタ州サンディー
ブルガリア・ソフィア
スウェーデン・ストックホルム
オーストラリア・シドニー
日本・東京
チリ・ビラアレマナ
ポーランド・ワルシャワ

連絡先および所在に関する詳細情報につきまして
は、www.ovid.com/contact をご覧ください。

再生紙を利用しています

• 幅広い検索モード、そしてカスタマイズ
可能な作業効率化ツールやコンテンツア
ラートツールを使って、思いのままに
作業を実行 

• 重要な検索結果や文書を専用の作業
エリア、My Projects に保存、管理

• Ovid ツールバーを使って、OvidSP を
超える検索を体感

• わずか 1 つの検索クエリで、あらゆる 
Ovid リソース (電子ブック、電子ジャー
ナルおよびデータベース) を同時検索

OvidSP
検索から結果を導き出す。

OvidSP は、オンライン検索ソリューシ
ョンの完成形。単一のオンラインソリ
ューションを使って重要な情報を検索、
探索および管理できるため、研究の生産
性向上と作業の効率化につながります。

以下にご紹介する情報源はさまざまな機関において必須なコンテンツです。食品科学および栄養
分野の電子ジャーナル、電子ブック、およびデータベースの全リストは、www.ovid.com/food
でご確認ください。

ジャーナル

Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care
Lippincott Williams & Wilkins 
A bimonthly journal that highlights the most important advances in the field from the previous year through 
insightful editorials and on-the-mark reviews.

International Journal of Obesity 
Nature Publishing Group
This highly cited journal covers basic, clinical, and applied studies in biochemistry, physiology, genetics and 
nutrition, together with molecular, metabolic, psychological and epidemiological aspects of obesity and related 
disorders.

Journal of Parenteral and Enteral Nutrition
Sage Publications
In addition to publishing original peer-reviewed studies that define the cutting edge of basic and clinical research, 
this journal also explores the science of optimizing the care of patients receiving enteral or IV therapies. 

栄養分野のレビュー
Wiley-Blackwell
This journal keeps readers abreast of the latest research, with authoritative and critical reviews of significant 
developments in all areas of nutrition science and policy.

ブック
Complete Guide to Nutrition in Primary Care, 1st Ed., Wiley-Blackwell
(Doody’s Star Rating®：4 つ星、スコア： 93)
Everything the primary care clinician needs to counsel patients on diet and lifestyle issues!Topics include 
vitamins, minerals, supplements, changing environment, nutrition as preventive medicine, and more. 

Dietetics:Practice and Future Trends, Jones and Bartlett Learning, LLC
This overview of the profession of dietetics explains the practice, lists professional requirements and current 
educational standards, provides a review of emerging issues in dietetic practice, and more.

Dietary Supplements, 3rd Ed., Pharmaceutical Press
(Doody’s Star Rating®：3 つ星、スコア： 87)
This comprehensive guide, for community pharmacists and health professionals, offers information on the safety 
and efficacy of the most commonly used supplements  throughout the UK, Europe, and the USA, as well as 
vitamins and minerals. 

Handbook of Nutrition and the Kidney, Lippincott Williams & Wilkins 
This is a practical guide to nutritional management of patients with acute and chronic renal diseases.Nutritional 
requirements, dietary recommendations (with menus and lists of supplements), treatment of kidney stones and 
hypertension, and obesity and physical activity are covered. 

データベース
CAB Abstracts, CABI
ヒトの健康と栄養学、食品科学技術、公衆衛生の分野における、もっとも包括的な書誌情報源で、600 万件以上のレコードを提供
します。10 万件を越えるフルテキスト情報も収録しています。

Food Science & Technology Abstracts (FSTA), International Food Information Service (IFIS)
100 万件に達する FSTA の書誌情報と抄録は、食品および食品に関連するあらゆる分野、バイオテクノロジー、微生物学、食品安
全性、食品添加物、栄養学を網羅し、特許情報も収録しています。

Global Health, CABI
公衆衛生の研究と実践に特化された、書誌情報と抄録のデータベースです。5000 を越える学術雑誌、報告書、書籍、学会録、
特許から100 万件を超えるレコードを収録し、通常電子的には入手困難な灰色文献も提供します。

食品科学および栄養分野に関する一体型コンテンツソリューションについて詳しくは、www.ovid.com/food をご覧ください。

Review
mTORC1 signaling in energy balance and metabolic disease

Original articles
Pigment epithelium-derived factor (PEDF) is one of the most abundant proteins 
secreted by human adipocytes and induces insulin resistance and infl ammatory 
signaling in muscle and fat cells

Effects of dietary fat modifi cation on insulin sensitivity and other risk factors of the 
metabolic syndrome – LIPGENE: a European randomized dietary intervention study

Journal of the International Association for the Study of Obesity

Volume 35  Number 6      June 2011 www.nature.com/ijo

Journal of Parenteral and Enteral Nutrition
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